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詳細、最新情報は S&T出版　表面・深さ　新装版 で検索

第1章　表面分析の選び方
　1.　表面分析の出現と必要性の背景　2.　何を知りたいのか
　3.　表面分析法とは　4.　各種表面分析法の比較と選択

第2章　各種分析方法
　第1節　オージェ電子分光法（AES）　
　　1.　オージェ電子分光法の原理　　2.　装置構成　　3.　定性・定量分析
　　4.　測定困難なケース　　5.　分析事例
　第2節 電子線マイクロアナリシス（EPMA）
　　1.　EPMAの原理と装置構成　　2.　特性Ｘ線の発生
　　3.　Ｘ線の分光
　　4.　波長分散分光法とエネルギー分散分光法の性能比較
　　5.　測定手順　
　　6.　EPMA分析に関する国際標準規格(ISO)制定について
　第3節　ラザフォード後方散乱法（RBS）
　　1.　ラザフォード後方散乱法の原理
　　2.　ラザフォード後方散乱法の測定設備
　　3.　ＥＲＤＡとチャンネリングＲＢＳ　　4.　測定例と限界
　第4節　粒子励起Ｘ線分光法（PIXE）
　　1.　PIXEの原理　　2.　PIXEによる定量分析
　　3.　PIXE分析装置　　4.　PIXEの応用　　5.　PIXEカメラ
　第5節　グロー放電発光分析法（GDS）
　　1.　まえがき　　2.　グロー放電発光分光分析法(GD-OES)
　　3.　GD-OESによる深さ方向定量分析
　第6節　蛍光Ｘ線分析法（XRF）　　
　　1.　はじめに　　2.　蛍光Ｘ線分析の原理
　　3.　蛍光Ｘ線分析の一般的な特徴
　　4.　蛍光Ｘ線分析装置の概要
　　5.　定性分析　　6.　定量分析
　　7.　表面分析を行う際の注意点
　第7節　二次イオン質量分析法について（SIMS）
　　1.　SIMSの概要
　　2.　SIMS分析の特徴　　
　　3.　SIMSでどのような分析ができるのか
　　4.　SIMSデータの定量
　第8節　飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）
　　1.　はじめに　　2.　TOF-SIMSの原理とハードウェアー
　　3.　TOF-SIMSの各種測定モード　　4.　まとめ
　第9節　誘導結合高周波プラズマ発光分光分析法（ICP-OES）
　　1.　はじめに　　　　2.　原理と特長
　　3.　表面分析への適用　　4.　おわりに
　第10節　走査電子顕微鏡（SEM）
　　1.　はじめに　　2.　SEMの原理・構造
　　3.　SEMの特徴　　4.　SEMの信号
　　5.　SEMのコントラスト　　6.　SEMの観察手順と注意点
　　7.　SEMデータから分かるもの　　8.　まとめ
　第11節　透過型電子顕微鏡（TEM）
　　1.　はじめに　　2.　TEMの原理と測定手法
　　3.　STEMの原理と測定手法　　4.　EDSとEELSの原理
　　5.　EELSによる分析例　　6.　EDSによる分析例　　7.　おわりに
　第12節　原子間力顕微鏡（AFM）
　　1.　AFMの歴史　　2.　AFMの原理　　3.　測定時の注意点
　　4.　表面粗さ　　　5.　まとめ
　第13節　X線回折法（XRD）
　　1.　はじめに　　2.　X線の基礎　　3.　X線回折法
　　4.　粉末X線回折パターンからの情報　　5.　おわりに
　第14節　X線光電子分光法（ESCA　XPS）
　第15節　フーリエ変換赤外分光法（FT-IR）
　　1.　概要　　2.　装置
　　3.　表面、深さ方向分析に適したアクセサリとその応用
　第16節　ラマン分光法　
　　1.　ラマン分光法の原理　　2.　装置構成　　3.　得られる情報
　　4.　長所と短所　　5.　空間分解能　　6.　応用例

第3章　試料ごとの分析方法
　第1節　金属・合金　
　　1. 冷延鋼板　　2.　亜鉛めっき鋼板の表面組成
　　3.　ティンフリースチールの水和酸化クロム層のXPSによる解析
　　4.　Kovar合金の湿分によるオキシ水酸化膜の角度分解法による定量
　　5.　スパッタリングによる金属酸化物の還元
　　6.　ステンレス鋼板の表面偏析と光輝焼鈍材の表面制御
　　7.　アルミニウムの表面組成と合金成分の表面偏析
　　8.　合金めっき皮膜のGDSによる深さ方向分析とその信頼性
　第2節　プラスチックフィルム表面のFT-IR分析手法
　　1.　ATR代替法・FT-IR分析とは
　　2.　プラスチックフィルム表面分析の実際例
　第3節　ガラスおよびガラス基板を用いた薄膜の分析
　　1.　表面分析装置による深さ方向組成分析
　　2.　X線回折法による深さ方向の結晶相解析技術　　3.　まとめ
　第4節　セラミックス　
　　1.　セラミックスの表面分析　　2.　セラミックスの深さ分析
　　3.　セラミックスの断面TEM観察
　第節　カーボン
　　1.　はじめに　　2.　ラマンスペクトル
　　3.　透過型電子顕微鏡（TEM）法を用いたカーボン材料の評価
　　4.　X線光電子分光法（XPS）による表面分析　　5.　おわり
　第6節　紙
　　1.　走査型電子顕微鏡(SEM)　　2.　電子線マイクロアナリシス(EPMA)
　　3.　X線光電子分光法(XPS)
　　4.　飛行時間型二次イオン質量分析法(TOF-SIMS)
　　5.　赤外全反射吸収法(ATR法) 　　　6.　ラマン分光法 
　　7.　走査プローブ顕微鏡(SPM)　　8.　印刷物の断面分析
　第7節　めっき
　　1.　ウエットプロセスの特徴

　　2.　めっきへ利用される表面解析法の種類と特徴
　　3.　めっきへの表面・深さ方向分析の適用例
　第8節　薄膜における表面・深さ方向の分析方法
　　1.　薄膜の分析評価を実施する前に　　2.　薄膜の分析解析における障害
　　3.　表面の分析　　4.　深さ方向の分析
　第9節　粉体・微粒子
　　1.　粉体の充填性、流動性、付着性　　2.　粒子内部構造（深さ方向）評価
　第10節　フィラー
　　1.　最近におけるフィラーの動向　　2.　フィラーの物理的特性評価
　　3.　フィラーの化学的特性評価　　4.　フィラー表面の水の影響
　　5.　フィラーの分散性評価
　第11節　トナー
　　1．表面の元素分析、化学構造分析の手法
　　2．XPS、TOF-SIMS、FT-IR-ATRを用いた分析事例
　　3　表面の形態観察、元素分析の手法
　第12節　塗料
　　1.　はじめに　　2.　表面方向からの分析
　　3.　断面方向からの分析　　4.　おわりに
　第13節　接着に関わる分析
　　1.　はじめに　　2.　接着部の設計と接着不良
　　3.　接着における分析・解析　　4.　接着関連の不良解析例
　第14節　レジスト
　　1.　スピンコート法によるレジスト膜形成
　　2.　レジスト膜形成に伴う表面硬化層の解析
　　3.　微細パターンの接着力とヤング率測定
　　4.　シランカップリング処理によるレジストパターンの接着性
　　5.　レジストパターンと基板界面に形成された微細空孔 (vacancy)
　第15節　半導体基板
　　1.　はじめに　　2.　外観・形状　　3.　不純物
　　4.　基板上の異物（パーティクル）　　5.　結晶欠陥
　　6.　先端機能性基板の分析　　7.　今後の課題
　第16節　半導体デバイスおよびLSI
　　1.　はじめに
　　2.　最先端LSIデバイスの研究開発における表面分析技術の役割
　　3.　製造プロセスのエラーに起因する不良解析　　4.　おわりに
　第17節　触媒
　　1.　構造　　2.　組成・電子状態　　　3.　反応性 　　　4.　局所構造　
　第18節　電池材料（MEA）
　　1.　MEAの高分解能EPMA分析　　2.　X線顕微鏡による内部構造観察
　第19節　表面分析法を用いた記憶媒体の測定事例
　　　　　　　　　――　磁気ディスクドライブを中心に　――
　　1.　はじめに　　2.　磁気ディスク最表面の潤滑膜の評価
　　3.　ディスク表面の保護膜評価
　　4.　深さ方向分析を用いた磁性膜評価
　　5.　磁気ディスクヘッド表面の評価　　6.　まとめ
　第20節　皮革
　　1.　加脂剤の分子サイズとコラーゲン構造　　2.　加脂革のXPS測定
　　3.　MAP結合と種々の機能性との関係
　第21節　木材
　　1.　木材の細胞壁構造と表面　　2.　細胞壁内部の分析
　　3.　木材の表面および深さ分析
　第22節　有害物質
　　1.　はじめに　　2.　グリーン調達における有害物質の分析
　　3.　IECによるRoHS試験法の標準化
　　4.　蛍光X線分析による各種試料のスクリーニング分析
　　5.　精密化学分析法　　6.　おわりに

第4章　目的別分析方法
　第1節　汚れ分析　
　　1.　有機汚れの分析　　2.　残存無機（金属、イオン）汚れの定量法
　第2節　洗浄効果の評価技術
　　1.　はじめに　　2.　洗浄の評価技術の概要
　　3.　洗浄後の表面を観察して評価する方法
　　4.　洗浄後の表面に残っている汚れを洗い出し、
　　　　　　洗い出された汚れを計測する方法
　　5.　おわりに
　第3節　ぬれ性評価
　　1.　はじめに　　2.　ぬれ性と接触角　　3.　種々の接触角
　　4.　基本原理と解析手法　　5.　接触角測定の特徴
　　6.　適用分野　　7.　測定上の注意点・問題点　　8.　おわりに
　第4節　深さ方向分析
　　1.　深さ方向分析の分類
　　2.　界面分解能の評価，表面あれの低減，スパッタリング速度の測定
　　3.　非破壊深さ方向分析
　　4.　損傷を低減した深さ方向分析
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